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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 19,146 ― 851 ― 635 ― △301 ―

20年3月期第3四半期 18,656 △23.0 1,172 △3.4 1,287 7.7 660 8.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △632.26 ―

20年3月期第3四半期 1,354.36 1,351.16

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 19,648 8,518 35.1 14,689.20
20年3月期 22,206 10,331 36.7 16,807.80

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,903百万円 20年3月期  8,158百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 200.00 200.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 24,950 △3.5 1,598 △4.3 1,416 △13.3 116 △37.4 244.18

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関するご説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性がありますのでご了承ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 福建聯迪商用設備有限公司 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  497,599株 20年3月期  497,599株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  27,632株 20年3月期  12,224株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  476,763株 20年3月期第3四半期  487,834株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融機
関の損失拡大が、大手金融機関の破綻を契機として世界的な金融危機懸念へと波及した結果、円高と株安
が進行し、受注の減少、在庫調整及び減産の拡大、設備投資の見送り、資金繰りの悪化等、より一層減速
感を強めました。また、雇用情勢の悪化や経済見通しの悪さから個人消費も低迷し、全体として厳しい環
境が継続いたしました。 
一方、当社が事業展開する中国国内景気におきましては、前半はインフラ整備やエネルギー関連業界を

中心とした積極的な設備投資や個人消費に支えられ、８月の北京オリンピックも成功裏に開催する等、継
続して堅調であったものの、秋以降、世界的な景気後退が鮮明になる中で、これまでの高成長を牽引して
きた輸出産業の伸びが大幅に鈍化し、ＧＤＰの期間実質成長率は１桁台に留まりましたが、中国政府がイ
ンフラ整備を中核とした約57兆円の大型経済政策の実施を決定したこと等もあり、相対的には世界の中で
その存在感をましております。 
このような状況のもと、当社グループは、グループ内外企業間の協力関係の強化による営業活動の活発

化を継続推進するとともに、経費の削減による連結営業利益の確保を推進いたしましたが、大幅にすすん
だ円高による為替差損や、投資有価証券評価損等の計上、また、子会社の繰延税金資産を保守的に取崩し
たことなどにより、営業外の収支が大幅に悪化した結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は
19,146百万円、営業利益は851百万円、経常利益は635百万円、四半期純損失301百万円となりました。 

  

(1) 財政状態 
当第３四半期末(平成20年12月31日)は、流動資産14,100百万円(前連結会計年度末比21.2％減)、固定

資産5,547百万円(同28.6％増)、流動負債8,775百万円(同17.2％減)、固定負債2,354百万円(同85.1％
増)、純資産合計8,518百万円(同17.5％減)、総資産19,648百万円(同11.5％減)、となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より731百万円増加し、

5,317百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、475百万円の増加となりました。主な要因は売上債権の減

少、仕入債務の増加によるものであります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、441百万円の増加となりました。主な要因は連結除外となっ

た福建聯廸商用設備有限公司の出資金売却代金の回収によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の減少となりました。主な要因は長期借入金による

収入、長期借入金の返済、短期借入金の返済及び自己株式の取得によるものであります。 
  

当連結会計期間は、日本国内においては当社設立以来未曾有の景気悪化に見舞われ、また、中国におい
ても世界的な金融危機の影響が少なからず及ぶと見込んでおります。今後、更なる信用収縮や為替レート
の変動といった外的要因による当社の業績への具体的な影響が見通しづらい部分もございますが、製造業
等を中心に設備投資の予算削減や凍結の動きが進んでおり、更なる稼働率の低下など厳しい経営環境が継
続するものと認識しています。 
このような環境のなか、営業体制の再構築とグループ構造のスリム化を目的として、平成21年４月１日

以降に実施予定の当社及び当社子会社２社の合併をすすめるにあたり、一時的に費用が増加する見通しで
あります。 
 こうした状況を踏まえ、平成20年５月15日付「平成20年３月期決算短信」で発表した平成21年３月期通
期の連結業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

 
※詳細は、本日（平成21年２月12日）付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」 
 をご参照ください。 
 なお、配当予想につきましては、１株当たり200円00銭といたしております。詳細は本日（平成21年２

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結 個別

売上高 24,950百万円 1,291百万円

営業利益 1,598百万円 690百万円

経常利益 1,416百万円 377百万円

当期純利益 116百万円 254百万円

１株当たり当期純利益 244円18銭 534円67銭
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月12日）付で公表いたしました「期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  

(主要な関係会社の異動） 
連結除外：福建聯迪商用設備有限公司 
前期末において当社の連結子会社であった福建聯迪商用設備有限公司は、平成20年５月30日付で出資

持分を譲渡いたしました。 
  

該当事項はありません。 
  

  ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財
務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

  ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会 
  計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から 
  原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
   なお、これによる影響はありません。 
  

  ③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基 
  準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用 
  し、連結決算上必要な修正を行っております。 
   これによる損益への影響は軽微であります。なお、この修正において、当連結会計年度期 
  首の利益剰余金が14,793千円増加しております。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

株式会社SJホールディングス（2315）平成21年３月期第３四半期決算短信
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,537,544 4,785,884

受取手形及び売掛金 4,803,351 6,605,845

有価証券 31 31

商品 302,160 147,274

製品 － 107,098

原材料 － 283,122

仕掛品 300,069 288,035

貯蔵品 3,135 3,484

繰延税金資産 136,680 428,976

前払金 － 2,219,371

その他 3,267,001 3,537,304

貸倒引当金 △249,032 △515,272

流動資産合計 14,100,943 17,891,157

固定資産   

有形固定資産 366,216 550,962

無形固定資産   

のれん 1,268,442 1,945,399

その他 206,919 217,049

無形固定資産合計 1,475,361 2,162,448

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 2,089,484 －

その他 1,629,776 1,604,764

貸倒引当金 △13,509 △3,137

投資その他の資産合計 3,705,752 1,601,626

固定資産合計 5,547,330 4,315,036

資産合計 19,648,274 22,206,194

株式会社SJホールディングス（2315）平成21年３月期第３四半期決算短信
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,858,780 2,215,073

短期借入金 4,410,232 5,629,422

1年内返済予定の長期借入金 879,674 410,000

未払法人税等 155,887 397,673

賞与引当金 83,261 307,269

役員賞与引当金 22,737 －

その他 1,365,378 1,643,675

流動負債合計 8,775,952 10,603,114

固定負債   

長期借入金 2,152,326 1,042,500

退職給付引当金 139,700 129,626

その他 62,032 99,542

固定負債合計 2,354,059 1,271,669

負債合計 11,130,012 11,874,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,023,601 1,023,601

資本剰余金 6,539,600 6,539,600

利益剰余金 1,451,950 1,835,692

自己株式 △1,277,076 △846,731

株主資本合計 7,738,075 8,552,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,745 8,396

為替換算調整勘定 △825,897 △402,478

評価・換算差額等合計 △834,642 △394,082

新株予約権 46,396 34,292

少数株主持分 1,568,432 2,139,037

純資産合計 8,518,261 10,331,410

負債純資産合計 19,648,274 22,206,194

株式会社SJホールディングス（2315）平成21年３月期第３四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,146,243

売上原価 15,400,113

売上総利益 3,746,130

販売費及び一般管理費 2,894,427

営業利益 851,702

営業外収益  

受取利息 31,592

受取配当金 10,969

受取手数料 42,527

流通税還付金 45,052

その他 51,338

営業外収益合計 181,481

営業外費用  

支払利息 107,288

為替差損 185,100

その他 105,592

営業外費用合計 397,981

経常利益 635,202

特別利益  

貸倒引当金戻入額 224,168

投資有価証券売却益 11,762

関係会社株式売却益 38,639

関係会社出資金売却益 14,984

その他 43

特別利益合計 289,598

特別損失  

投資有価証券売却損 25,955

投資有価証券評価損 27,416

その他 15,600

特別損失合計 68,973

税金等調整前四半期純利益 855,827

法人税、住民税及び事業税 123,673

法人税等調整額 539,544

法人税等合計 663,217

少数株主利益 494,049

四半期純損失（△） △301,439

株式会社SJホールディングス（2315）平成21年３月期第３四半期決算短信
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 855,827

減価償却費 145,984

のれん償却額 242,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） △225,117

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22,737

賞与引当金の増減額（△は減少） △197,531

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,646

受取利息及び受取配当金 △42,562

支払利息 107,288

為替差損益（△は益） 34,205

関係会社株式売却損益（△は益） △38,639

関係会社出資金売却損益（△は益） △14,984

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 14,193

投資有価証券評価損益（△は益） 27,416

売上債権の増減額（△は増加） 388,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △301,557

仕入債務の増減額（△は減少） 440,495

その他 △577,007

小計 897,959

利息及び配当金の受取額 26,776

利息の支払額 △121,124

法人税等の支払額 △328,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,227

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △94,858

有形固定資産の売却による収入 15,760

無形固定資産の取得による支出 △42,009

投資有価証券の取得による支出 △101,985

投資有価証券の売却による収入 79,424

出資金の売却による収入 1,371

敷金及び保証金の差入による支出 △88,894

敷金及び保証金の回収による収入 115,112

子会社出資金の取得による支出 △6,321

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却によ
る収入

789,953

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△72,941

貸付けによる支出 △166,363

貸付金の回収による収入 84,111

投資不動産の取得による支出 △50,879

投資活動によるキャッシュ・フロー 441,479
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,046,460

長期借入れによる収入 2,900,000

長期借入金の返済による支出 △1,320,500

配当金の支払額 △97,298

自己株式の取得による支出 △430,365

少数株主への配当金の支払額 △22,117

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 731,660

現金及び現金同等物の期首残高 4,585,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,317,576
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) 1. 事業の区分は、サービス、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主なサービス及び製品等 

 (1)「情報サービス」事業：システム開発、ソフトウェア製品、情報関連商品 

 (2)「石油化学エンジニアリングサービス」事業：石油関連設備、制御システムの設計調達販売、 

                        プロジェクトマネジメント 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

「情報サービ
ス」事業 
(千円)

「石油化学エン
ジニアリングサ
ービス」事業 

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,096,543 3,049,700 19,146,243 ― 19,146,243

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 16,096,543 3,049,700 19,146,243 ─ 19,146,243

営業利益 779,337 549,874 1,329,212 (477,509) 851,702

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,274,094 7,872,148 19,146,243 ― 19,146,243

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,030,733 1,030,733 (1,030,733) ―

計 11,274,094 8,902,882 20,176,977 (1,030,733) 19,146,243

営業利益 422,621 908,330 1,330,951 (479,248) 851,702
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 海外売上は、当社（本邦）以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当社は、平成20年６月25日の取締役会決議に基づき、平成20年６月30日から平成20年８月29日まで自己

株式を15,400株取得しました。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が430百万円増加

し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が1,277百万円となっています。 

【海外売上高】

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 7,557,928 8,596 7,566,525

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 19,146,243

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

39.5 0.0 39.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

(1) （要約）第3四半期連結損益計算書 

「参考資料」

科  目

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日   

  至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 18,656,125

Ⅱ 売上原価 14,173,168

   売上総利益 4,482,956

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,309,972

   営業利益 1,172,983

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 34,705

 2. 受取配当金 5,188

 3. 流通税還付金 85,687

 4. 為替差益 92,725

 5. その他 53,459

  営業外収益合計 271,766

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 108,916

 2. 投資有価証券売却損 1,255

 3. 上場関連費用 27,698

 4. 支払手数料 4,060

 5. 減価償却費 7,130

 6. その他 8,073

  営業外費用合計 157,135

   経常利益 1,287,614

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 147

 2. 投資有価証券売却益 49,235

 3. 関係会社出資金売却益 47,753

  特別利益合計 97,136

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産除却損 18,267

 2. 減損損失 39,178

 3.  投資有価証券評価損 18,092

 4. 投資有価証券売却損 5,780

 5. 関係会社株式売却損 7,131

 6. その他 7,139

  特別損失合計 95,590

   税金等調整前第３四半期純利益 1,289,159

      法人税、住民税及び事業税 340,673

   法人税等調整額 51,612

   少数株主利益 236,172

   第３四半期純利益 660,702
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(2) （要約）第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日  

至 平成19年12月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 1. 税金等調整前第３四半期純利益 1,289,159

 2. 減価償却費 180,723

 3. 減損損失 39,178

 4. のれん償却額 149,722

 5. 貸倒引当金の増加額 42,524

 6. 役員賞与引当金の増加額 22,500

 7. 賞与引当金の減少額 △162,320

 8. 退職給付引当金の減少額 △206,414

 9. 役員退職慰労引当金の減少額 △960

 10. 受取利息及び受取配当金 △39,893

 11. 支払利息 108,916

 12.  為替差損 1,601

 13. 固定資産売却益 △147

 14.  固定資産除却損 18,267

 15.  投資有価証券売却益 △49,235

 16. 投資有価証券売却損 7,036

 17.  投資有価証券評価損 18,092

 18. 関係会社株式売却損 7,131

 19.  関係会社出資金売却益 △47,753

 20. 株式報酬費用 18,154

 21. 売上債権の減少額 707,753

 22. たな卸資産の増加額 △460,250

 23.  仮払金の減少額 89,248

 24. 仕入債務の増加額 394,674

 25. 未払消費税等の減少額 △218,753

 26. その他 △405,735

    小計 1,503,222

 27. 利息及び配当金の受取額 35,232

 28. 利息の支払額 △83,309

 29.  法人税等の支払額 △846,450

  営業活動によるキャッシュ・フロー 608,695
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 1. 有形固定資産の取得による支出 △213,728

 2. 有形固定資産の売却による収入 6,346

 3. 無形固定資産の取得による支出 △75,501

 4. 無形固定資産の売却による収入 78,750

 5. 投資有価証券の取得による支出 △575,643

 6. 投資有価証券の売却による収入 722,697

 7. 出資金の払込による支出 △36,037

 8. 連結範囲の変更を伴う子会社株式 

      の売却による収入
2,008,962

 9. 連結範囲の変更を伴う子会社出資金 

      の売却による収入
878,727

 10. 貸付による支出 △1,728,043

 11. 貸付金の回収による収入 1,030,488

 12. 敷金保証金の支払による支出 △102,014

 13. 敷金保証金の回収による収入 100,251

 14. 会員権の取得による支出 △8,633

 15. その他 △1,993

  投資活動によるキャッシュ・フロー 2,084,628

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 1. 短期借入金の増加額 661,120

 2. 長期借入による収入 60,000

 3. 長期借入金の返済による支出 △1,550,010

 4. 株式の発行による収入 699

 5. 少数株主への株式の発行又は出資金 

   の払込による収入
12,080

 6. 自己株式の取得による支出 △728,317

 7. 配当金の支払額 △440,727

 8. 少数株主への配当金の支払額 △12,600

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,997,754

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,940

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 701,509

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,768,702

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  第３四半期末残高
5,470,211
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